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本メールマガジンは、横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）事業での各種
アンケートで、
「配信希望」とご回答いただいた方、ウェブサイトより「配信申込」の
お申し込みをいただいた方、各関係機関および企業の方にお送りしております。
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1．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ 〜お知らせ〜
【WBC ホームページを更新しました】
WBC ホームページでは、関係機関で開催されるセミナーやイベントのご案内などを発信
しておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.ywbc.org/
WBC では無料でビジネス相談を受け付けております。お電話や来訪での相談のほか、
インターネットからのお問い合わせも可能です。

↓WBC 海外ビジネス相談はこちらから
http://www.ywbc.org/cgi-bin/contact2/contact2.cgi?lang=ja
横浜ワールドビジネスサポートセンター (WBC)
横浜市中区新港 2 丁目 2-1 横浜ワールドポーターズ 6F
TEL: 045-222-2030
FAX: 045-222-2088
E-mail：open@ywbc.org
■□■-----------------------------------------------------------------------------2．---------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ 〜お知らせ〜
【WBC Facebook を更新しました】
WBC Facebook では日本国内の外国人及び海外へ向けて、英語で情報を発信しています。
WBC サービスのご案内、横浜市の概要や特徴、立地企業へのサポート、海外企業向けの
最新のお知らせなどを英文で掲載しております。
関連機関の HP のご紹介やイベント情報など、海外からの様々な情報も随時更新しており
ます。
↓WBC Facebook はこちらから
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
■□■-------------------------------------------------------------------------------3．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市及び WBC 事務局より＞
【WBC インキュベートオフィスのご案内】
WBC では、外資系企業が横浜市内に本格的なオフィスや拠点を構えるまでの
「インキュベートオフィス」を提供しています。
このインキュベートオフィスは、横浜に新たに設立された外資系企業（日本法人及び日本
支店、駐在員事務所）向けで、入居後 3 年以上の事業計画があり、WBC を退去後に横浜
市内に事業所を設置する見込みがある企業を対象としています。利用期間は 3 年以内と
なっています。
WBC に入居している間は、アドバイザーが相談支援を行い、WBC の会議室等を無料で
お使いいただけるほか、横浜ワールドポーターズ内のイベントホール等も割引料金で
使用可能です。また、WBC の各種媒体（ホームページ・メールマガジン）を企業の
PR・お知らせ等でご利用していただけます。
↓WBC インキュベートオフィスの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ywbc.org/office.html
WBC インキュベートオフィスにご興味のある方は下記までご連絡ください。
＜お問い合わせ＞
横浜市役所 経済局 誘致推進課 WBC 担当
TEL：045-671-3834
FAX：045-664-4867

E-mail：ke-wbc@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------4．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞
【

〜

〜コラム「世界のあれこれ」〜

年末のご挨拶

〜

】

先月、横浜にはゆかりの深い女優・原節子さんの訃報が駆け巡りました。日本中が焼け跡
だらけだった戦後間もない頃、原さんは、黒澤明、小津安二郎といった映画監督達のもと
で、これまでは受け身の生き方に終始していた女性の生き様から脱却し、
「明るく聡明で
未来を自ら積極的に切り開こうとするヒロイン」を演じてこられました。(読売新聞 11/27)
あれから戦後 70 年、多くの女性達が、自ら演じたヒロインのように、生き生きと活動す
る様子を見守りながら静かに逝かれたようでした。
ヨーロッパ戦線では 1944 年に英米連合軍がノルマンディー上陸作戦を展開し、ナチス・ド
イツに占領されていたパリは同年 8 月 25 日にド・ゴール将軍達により解放され人々は自由
と繁栄を謳歌しました。あれから戦後約 70 年、世界の文化や芸術等をリードしてきたパリ
の今年はテロに明け暮れた 1 年のようでした。1 月にはイスラム過激派によるシャルリー・
エブド社襲撃事件が起き、11 月には同時多発テロにより 130 名以上の死亡者が出たと伝え
られました。襲われたバタクラン劇場で最愛の妻を失ったアントワーヌ・レリス氏は「決し
て君たちに憎しみという贈り物はあげない。
」というメッセージを Facebook に投稿し多く
の人々の共感を呼んでいます。その前後にもアメリカやイギリスなど世界各地でこうした
テロが発生しており、憎しみの連鎖を断ち切って平和な未来を志向するこのようなエスプ
リは、今後ますます支持されていくかもしれません。
今年は戦後 70 年の節目と標榜された年でした。戦後の焼け跡から高度成長期を経て人々の
生活様式も、価値観も多様な変化を遂げてきました。しかし、そういう時代だからこそ一方
では変わらぬ価値観も一層重要性を帯びているように思われます。
「ばか」っていうと
「ばか」っていう。
〜
「ごめんね」っていうと
「ごめんね」っていう。
こだまでしょうか、
いいえ、だれでも。
（金子みすず著「こだまでしょうか」）
世界の人々が仲良く暮らしていくためには、人間同士を結びつけてゆく「こだま」のような
不変の機能から目をそらすことなく、ふれあいのネットワークを地道に構築していくこと
が大切な要素ではないでしょうか。そこに、国際ビジネスに携わっておられる読者の皆様の

役割の一端もあるように思われます。
さて横浜 WBC では現在 16 の海外の機関・企業が入居しておられ、来年も時代の変化に対
応して皆様の国際ビジネスの展開のお手伝いをさせていたく所存です。
当メルマガの読者の皆様には、
この 1 年間ご愛読いただき本当にありがとうございました。
皆様には、どうか良い新年をお迎えくださるようお祈り申し上げます。
（執筆：WBC 所長

前田）

■□■------------------------------------------------------------------------------

5．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜ジェトロ横浜よりお知らせ〜

【バングラデシュビジネスセミナー

〜投資環境と展開事例のご紹介〜

のご案内

1/26】

本セミナーでは、バングラデシュを題材に、現地の投資環境や、海外展開支援に係る
JETRO・JICA の事業についてご説明するとともに、既に現地で展開されている企業様か
ら展開事例をご紹介いただきます。
◆日時：平成 28 年 1 月 26 日（火）14:00〜16:30（13:30 受付開始）
◆会場：川崎市産業振興会館
（川崎市幸区堀川町 66-20）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/kaikan/access.html
◆内容：
・「バングラデシュの経済とビジネス」
ジェトロ

海外調査部

アジア大洋州課

田中 麻理 氏

（平成 27 年 11 月までジェトロ・ダッカ事務所駐在）
・「製造拠点設立の進出事例」
株式会社セイコースプリング

代表取締役

宮沢 寿

氏

・「JICA 民間連携事業を活用したバングラデシュへの進出」
JICA バングラデシュ事務所
企画調査員（中小企業支援事業担当）

太田 智之

氏

・「バングラデシュにおける JICA 支援策の活用事例」
日本ベーシック株式会社

代表取締役

勝浦 雄一

◆参加費：無料
◆主催：川崎市、川崎国際ビジネス交流推進協議会

氏

◆共催：ジェトロ横浜、JICA 横浜
↓詳細・お申込みこちら
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000073164.html
＜お問い合わせ＞
川崎市経済労働局国際経済推進室
担当：武田
TEL : 044-200-2336
FAX : 044-200-3920
E-mail：28keisu@city.kawasaki.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------
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WBC のサービスご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC では下記のサービスを行っております。
○グローバルビジネスに関する相談（貿易相談など）
○レンタル・オフィスの提供および入居者のビジネス相談
○引き合い情報の提供
○WBC メールマガジンの発行
○Facebook での情報発信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜ワールドポーターズのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC は横浜ワールドポーターズの 6 階に入居しています。
横浜ワールドポーターズは、「いろんな世界がここにある」というコンセプトのもと、
ファッション、インテリア、雑貨、グルメ、フードなど個性豊かなショップが揃うエンター
テインメントショッピングセンターです。 5 階には 3Ｄ対応のイオンシネマみなとみらい
も併設されており一日中お楽しみいただけます。
http://www.yim.co.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC メールマガジン発行について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）は、横浜市からの委託を受け、
下記事業者が管理運営業務を実施しています。

発 行 者：

横浜ワールドビジネスサポートセンター
〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 6 階
TEL: 045-222-2030 FAX: 045-222-2088
http://www.ywbc.org/
http://www.facebook.com/YokohamaWBC

事業受託者：

株式会社パソナ
〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4
TEL: 03-6734-1270 FAX: 03-6734-1274
http://www.pasona-global.com/

事業委託者：

横浜市経済局

誘致推進課

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
TEL: 045-671-3834
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/
◆本メールマガジンに関してお心当たりの無い方は、本メールをこのまま
ご返送ください。
◆本メールマガジンへのご感想ご要望は、mmq@ywbc.org
にお願い致します。
◆購読申し込み、購読中止手続き http://www.ywbc.org/mm/
©;株式会社パソナ 無断転載を禁じます。
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